
0479-76-2611（代表）
総 務 課 76-2611

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市整備課 76-5407
出 納 室 76-5415
企画財政課 76-5409
農業委員会 76-5403
産業経済課 76-5404
議会事務局 76-5414
役場ＦＡＸ 76-7144

保健福祉課 76-3185
地域包括支
援センター 70-6111

教 育 課
76-5411
76-7811

プラザ図書室 79-3406

多古中央病院 76-2211
給食センター 76-3253
中央保育所 76-4444
東 保 育 所 76-9513
北 保 育 所 75-1476

役
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■狩猟期間は平成 24年 2月 15日（水）まで■　狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。野外で活動する方は、目立つ服装で
ラジオを携帯するなど、事故防止のための対策を行いましょう。　問合せ●県環境生活部自然保護課☎ 043-223-2972

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 2月 25 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉市中央法律事務所☎ 043-225-4567

多古町生涯学習文化講演会

問合せ●コミュニティプラザ内教育課社会教育係☎ 76-7811

「健やかハッピーライフはお口から」
～命さえ狙う歯周ポケットのバイキン～

東京歯科大学名誉教授・奥田克
かつ

爾
じ

さん

演題

講師

と　き● 2月 4日（土）【受付】午後1時 30分　【開会】午後 2時
ところ●コミュニティプラザ 3階多目的ホール　

入場無料

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

灰色の団子に注意！
野そ（野ねずみ）駆除を実施します 
　農作物への被害を防ぐため、町内
全域で野そ駆除を行います。
　万が一、野その死がいや地表に出
た殺そ剤があっても触らないでくだ
さい。特に幼児のいる家庭はご注意
ください。また、犬や猫などのペッ
ト（特に散歩の時など）や家畜なども
ご注意ください。
駆除日● 2月 19 日（日）
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎ 76-5404

お気軽にご相談ください
難病相談開催 

　足がふらつく、手足がふるえる、
言葉がすぐには出てこないなどの症
状がある方や神経系難病について、
お気軽にご相談ください。
　予約制になりますので、相談日の
10 日前までに電話でお申し込みく
ださい。
とき● 2月 20 日（月）
　午後 2時～ 4時 30 分
ところ●香取健康福祉センター
　（香取保健所）
担当医師●国保旭中央病院・神経内
科医師

予約問合せ●香取健康福祉センター
　健康生活支援課☎ 0478-52-9161

お気軽にご相談ください
女性のための健康相談 

　女性が抱える心や体の悩みについ
て、女性の医師などによる健康相談
を実施しています。
　予約制のため、前々日までに電話
でご予約ください。
とき●【2月 28 日（火）】午前 10時～
正午、【3 月 22 日（木）】午後 1 時
30 分～ 3時 30 分

ところ●香取健康福祉センター
　（香取保健所）
相談内容●更年期や思春期などの女
性特有の症状、性や月経に関する
悩み、ストレスからくる心身の不
調など

申込み問合せ●香取健康福祉センター 
地域保健福祉課☎ 0478-52-9157

地域で築こう！
薬物乱用を許さない社会環境づくり 
　ちょっとした好奇心で薬物に手を
出したばかりに、脳や神経が侵され、
二度と元の健康な体を取り戻すこと
ができなくなります。
　一人ひとりが薬物の危険性を正し
く理解し、地域が一体となって薬物
乱用を絶対に許さない社会環境をつ
くることが大切です。
薬物の相談機関●①県精神保健福祉
センター☎ 043-263-3893

　②香取健康福祉センター
　　☎ 0478-52-9161
　③県警ヤング・テレホン
　　10120-783-497
問合せ●県薬務課☎ 043-223-2620

生徒が作った製品を頒布します
香取特別支援学校『かよう商店街』 
　生徒たちが力を合わせて作った製
品です。ぜひお越しください。
■中学部
とき● 2月 2日（木）
　午前 10 時～午後 3時
ところ●イオンモール成田
　スカイコート
頒布製品●籐

とう

製品・手すき紙製品・
花かごほか

■高等部
とき● 2月 7日（火）・8日（水）
　午前 10 時～午後 4時
ところ●イオンモール成田
　ガーデンコート
頒布製品●ベンチ・陶芸製品・
　花苗・手織り製品ほか
問合せ●千葉県立香取特別支援学校
　岩本☎ 0478-72-2911

作品展示および販売会「銚特フェア」
千葉県立銚子特別支援学校 

とき● 2月 7日（火）、8日（水）
　午前 10 時～午後 4時
ところ●イオンモール銚子
　いるかの広場C1入口
内容●紙工芸品・藍染品・草木染品・
陶芸品・コケ玉・花苗・培養土な
どの展示や販売

問合せ●千葉県立銚子
　特別支援学校中学部
　吉村☎ 0479-22-0243

お知らせ

●住民相談　2月22日（水）
午前9時30分〜午後3時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階相談室
■教育課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内健康相談室
■保健福祉課健康福祉係
　☎76-3185

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

プラザ図書室休館のお知らせ

千葉県最低賃金等の改正について

～産業経済課からのお知らせ～

■相談は無料です『消費者相談窓口』
　商品やサービス、契約、多重債務など、消費生活全般のトラブルについて、
弁護士が相談に応じます。秘密は厳守されますので、1人で悩まずにご相
談ください。
※ 当日の申し込みも可能ですが、適切なアドバイスができるように、 
できるだけ事前の申し込みをお願いします。

■ 1日ハローワークを開設します
　職業の相談・紹介などを行いますので、お気軽に
ご利用ください。
　詳細は佐原公共職業安定所（☎ 0478-55-1132）へ
お問い合わせください。
とき● 2月 9日（木）午前 10 時～午後 3時
ところ●役場 1階第 1会議室

　コミュニティプラザ内にあるプラザ図書室が、蔵書 
点検のため2月14日（火）～16日（木）までの間休館しま 
す。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
問合せ●プラザ図書室☎79-3406
　　　　コミュニティプラザ内教育課社会教育係☎76-7811

「必ずチェック最低賃金！使用者も　労働者も」
　千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パートやアルバイト等を含
む）および、その使用者に適用される千葉県最低賃金、千葉県特定最低賃
金が改正されました。
　なお、最低賃金額には精・皆勤手当、通勤手
当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当等
は含まれません。

＜講師プロフィール＞
　1943年 富山県生まれ
　1968年 東京歯科大学卒業
　1989年 東京歯科大学教授
　2008年 東京歯科大学名誉教授、帝京平成大学教授
　現在は千葉県立医療福祉大学講師、野口英世記念会理事

とき● 2月 17 日（金）　午前 10 時～午後 3時
ところ●コミュニティプラザ 2階　第 2研修室（控室は第 3研修室）
申込期間● 2月 3日（金）～ 10 日（金）

申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

①事前予約申し込み

②相談内容記入用紙送付

③相談内容記入済用紙送付

※相談内容は、弁護士のみの把握
　となります。
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千葉県最低賃金
（時間額）

改正額
７４８円

特
定
最
低
賃
金（
時
間
額
）

業　　　種 改正額
調味料製造業 ８１０円
鉄鋼業 ８５０円
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ８２７円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業 ８２９円

計量器・測定器・分析機器・試験器・測量機械器具・理化学
機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機
械器具・レンズ製造業、時計・同部品製造業、眼鏡製造業

８１２円

各種商品小売業 ７８８円
自動車（新車）小売業 ８１９円

24 時間テレホンサービス☎ 043-221-4700
千葉労働局ホームページhttp://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

問合せ●千葉労働局労働基準部賃金室☎ 043-221-2328

※一部特定最低賃金が適用されない業種があります。

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ

問

問

問

問

くらしの情報
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